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第３回食料・農業・農村政策審議会統計部会 議事録

１ 日 時 平成１５年３月２６日（水）１５：１０～１６：３０

２ 場 所 三番町共用会議所大会議室

３ 議 題

部会長の互選等(1)

平成 年産水稲 ａ当たり平年収量について(2) 15 10

ア 諮問の説明

イ 農作物平年収量小委員会の報告

ウ 質疑応答

エ 答申

農林水産統計情報の体系整備について(3)

ア 事務局説明

イ 意見交換

４ 出席者 委 員：甲斐 諭、増田 淳子

臨時委員：秋田 重誠、安倍 澄子、佐藤 洋一郎、鈴木 玲子、高見 晋一、

竹田 香苗、服部 信司、堀江 武、三浦 洋子、矢口 芳生

専門委員：池谷 キワ子、大曽根 義克、山本 博一

当省からは、山本統計情報部長、長統計調整課長、島田企画調整室長、

今井生産統計課長、他統計情報部各課室長等

５ 議事録

開会(1)

長統計調整課長 それでは皆さんおそろいでございますので、ただいまから第３回

食料・農業・農村政策審議会統計部会を開催いたします。

私、統計調整課長の長でございます。どうぞよろしくお願いいた

します。

委員及び臨時委員の皆様方におかれましては、先ほどの農作物平

年収量小委員会から引き続きということで、お疲れとは思いますが

よろしくお願いします。また、専門委員の皆様方には、ご多忙中の

ところご出席いただき誠にありがとうございます。

委員紹介(2)

長統計調整課長 まず最初に、新たに本部会の委員に選任されました方を御紹介さ

せていただきます。

増田委員でございます。

鈴木委員でございます。

なお、本日は、坂委員、平澤委員、堀口委員、加瀬委員、廣吉委

員、餅田委員がご欠席となっております。

部会長の互選(3)

長統計調整課長 次に、部会長の選出についてですが、本年１月２９日付けで食料

・農業・農村政策審議会の委員が改選されました。これに伴いまし

て当部会の部会長を新たに選出していただく必要がございます。つ
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きましては、部会長の互選につきまして、何か御意見がありました

らお願いしたいと思います。

服部委員 これまでも統計部会長をお勤めいただいている甲斐委員に引き続

き部会長をお願いすることにつき提案したいと思います。

長統計調整課長 ただいま、服部委員から甲斐委員に部会長をお願いしてはどうか

との御提案がございましたが、いかがでしょうか。

（異議なしの声あり）

御異論がないようでございますので、互選により甲斐委員が部会

長に選出されました。

それでは、ここで甲斐部会長から御挨拶をいただきたいと思いま

す。また、これからは、甲斐部会長に議事をお進めいただきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。

部会長挨拶(4)

甲斐部会長 ただいま、部会長に選任されました甲斐でございます。よろしく

お願い致します。

ご承知のように我が国の農林水産統計はこれまでの努力によっ

て、世界的にも高く評価されております。これを現代にマッチした

より良いものにしていくことが必要ではないかと思っております。

不慣れでございますので、円滑な部会運営に御協力いただきます

よう、よろしくお願い致します。

それでは、これから、私の方で議事を進行させていただきます。

食料・農業・農村政策審議会令第七条第五項の規定により、部会長

の職務を代理する委員について、私の方から指名させていただきま

す。

部会長の代理は、引き続き堀江委員にお願いしたいと思います。

堀江委員、どうぞよろしくお願いします。

本日は、本部会での審議議題として「平成１５年産水稲 ａ当10

たり平年収量について」の諮問・答申について及び今年度二度の体

系整備小委員会で議論いたしました農林水産統計情報の体系整備に

ついて、その後の具体的な対応についての説明とこれに対する意見

交換を予定しております。

議事に入ります前に、山本統計情報部長から挨拶をいただきたい

と思います。

統計情報部長挨拶(5)

山本統計情報部長 第３回食料・農業・農村政策審議会統計部会の開催に当たりまし

て一言ご挨拶申し上げます。

委員の皆様方におかれましては、ご多用中のところご参集いただ
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きまして厚く御礼申し上げます。

まず、水稲の平年収量についてであります。平成１３年に設置し

ました「水稲平年収量等に関する研究会」でお示し頂いた算定方法

に基づき、１５年産の水稲予想単収は全国値で ａ当たり２ 程10 kg

度引き上げる水準（全国値で５２４ ／１０ａ）となりました。kg

これにつきまして、農林水産大臣から食料・農業・農村政策審議会

に諮問させて頂き、本部会でご審議の上、ご答申をいただければと

存じます。

また、現在、農林水産統計については、新たな基本法の下での農

林水産施策全般の改革に的確に応えるものとするため抜本的改革に

取り組んでいるところです。本日は、昨年の本部会及び５月と９月

の「体系整備小委員会」の御議論を踏まえた「農林水産統計情報の

体系整備の方向 、そして、統計審議会や農林業センサス等研究会」

で検討頂いております 農林業センサス 漁業センサス 及び 農「 」、「 」 「

業経営統計調査」の方向性につきましてご説明させて頂きます。こ

れら農林水産統計全般につきまして、皆様方から忌憚のないご意見

をいただき、今後の農林水産統計の抜本的な見直しに反映させてま

いりたいと考えております。

委員の皆様方には、今後とも引き続きご指導、ご鞭撻をいただき

ますようお願い申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。

議事(6)

甲斐部会長 ありがとうございました。

次に資料の確認と本部会における「平成１５年産水稲 ａ当た10

り平年収量」の決定の位置付けについて事務局の方からお願いしま

す。

島田企画調整室長 それでは、お手元の資料の確認をさせていただきます。

資料№１から１０まで配付しておりますので、御確認ください。

なお、資料№１～６につきましては、先ほど開催された農作物平

年収量小委員会にご出席された委員の方々にはすでに配布致してお

ります。

よろしいでしょうか。

続いて、本部会における議決の位置付けについてですが 「平成、

１５年産水稲 ａ当たり平年収量」につきましては、最近の生産10

の動向等を踏まえ、変更することが必要となっており、改めて農林

水産大臣から食料・農業・農村政策審議会に対して諮問させていた

だくということであります。

本件については、食料・農業・農村政策審議会令第七条第六項の

規程により「審議会は、その定めるところにより、部会の議決をも

って審議会の議決とすることができる 」と定められておりますの。

で、本統計部会の決定が食料・農業・農村政策審議会の議決となる

ことを申し上げます。

甲斐部会長 ただいま事務局よりご説明いただきましたとおり、本部会の議決
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は審議会の議決ということになります。

また、本日の案件につきましては、食料・農業・農村政策審議会

の八木会長より、統計部会において議決するようご指示をいただい

ております。

それでは、まず 「平成１５年産水稲 ａ当たり平年収量」につ、 10

いてご審議していただきたいと思います。

諮問文書の朗読及び諮問事項についての説明をお願いします。

山本統計情報部長 （諮問文の朗読）

大島農林水産大臣から食料・農業・農村政策審議会会長八木宏典

殿あてです。

諮問。作物統計調査に適用する全国及び都道府県別の平成１５年

産水稲 ａ当たり平年収量を別紙のとおりとすることについて、10

貴審議会の意見を求める。

10 kg別紙。平成１５年産水稲 ａ当たり平年収量。全国が５２４

であり、各都道府県別の内容となっております。

以上が諮問であります。

今井生産統計課長 続きまして、平年収量関係につきましてご説明いたします。資料

№１～６までが平年収量関係の資料です。

まず、資料№１が全体的な平年収量です。１頁目の「 当たり10a

10平年収量の定義」は従来と変わっておりません。２点目の「水稲

当たり平年収量の算定について」ですが、現在は平成 年産から10

「スムージングスプライン方式」を使っております。昨年から「水

稲平年収量等に関する研究会」の提言を取り入れた方法で算定して

おります。次に「 年産水稲 当たり平年収量の作成方法」です15 10a

が、アメダスデータを取り入れ始めた昭和 年以降の実単収から54

気象による変動を除去し、その長期的すう勢から算定した傾向値を

基本に生産事情を考慮した上で作成するというものです。これは従

来どおりの作成方法です。４番目は先程の諮問への結論であります

が、全国の 当たり平年収量（案）は平成 年産に比べて２㎏高10a 14

い ㎏とすることとしました。県別には次の頁にあります。現行524

（ 年産）と 年産を比べた表であります。全国が２㎏の増加で14 15

すが、大きいところは５㎏の増加、低いところは０、沖縄はマイナ

ス６㎏というのが平年収量の案であります。

次に４頁は地図で、平年収量を５０㎏刻みで表したものです。高

いところは東北、長野、低いところは四国ほか西の方という結果に

なっております。

５頁目は全国全体で平年収量と実収量を比較したものです。青線

が平年収量で、右端が今回諮問になっております 年産の ㎏を15 524

入れたものです。以下平年収量と実収量の推移を表したものですの

で、ご参考にして頂きたいと思います。
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資料№２は「水稲 当たり平年収量の算定方式」であります。10a

１頁目はスムージングスプライン方式について基本的な考え方と

特徴を書いたものであります。

２頁目は、スムージングスプライン方式を図式で解説いたします

、 、 。と 黒い点が実収量で 気象変動を取り払った補正値が赤の点です

その補正値に基づきすう勢値を求めるものであります。近年の 、12

、 、 （ ） 、13 14 年を見ますと 赤い点 補正値 がすう勢値と重なっている

ということで、気象の変動が良くとれて、傾向値で十分説明出来る

物になっているということであります。

３頁目は、算定方式をもう少し具体的に表したものです。左側が

算定の動きであり、右側に「生産事情に関する情報の収集・分析」

がありまして、今回は「生産事情の大きな変化がない」ということ

で、傾向値と生産事情との整合性の確認を行って、平年収量案が妥

当かどうか検討しています。

４頁には具体的な式の形で書いてあります。

５頁、６頁は「水稲平年収量等に関する研究会」の報告をまとめ

たものであります。その中で、直ちに適用できる点としては 「日、

照時間」に代えて「推定日射量」を適用する。また、補助変数とし

て「低温積算値」及び「日最大風速の２乗値」を入れたらどうか、

という点で、昨年もご報告しましたとおり、昨年からこの要素を入

れて平年収量を算定しております。

資料№３は各県別に実単収と平年単収の推移をグラフで表したも

のです。沖縄が最後の頁にありますが、実収量が下降する傾向が続

いるということです。

次に資料№４ですが、先程フローチャートでご説明しましたよう

に、平年収量の算定にあたっては、生産事情との整合性を確認し、

大きな変化があるかないかを点検・検討することになっておりま

す。

そのための資料が№４の「平成１５年産水稲の生産事情について」

です。傾向値と生産事情とは概ね一致しているということです。

資料№５は作付面積の推移です。 頁の沖縄ですが、本来東北の12

品種である、ひとめぼれ・はえぬきが劇的に増加しています。こう

いった東北の品種であることと、新しい品種が入って栽培の安定性

がまだ定着していないことから、実単収と平年収量の低下が理解さ

れるということです。

資料№６は気象の推移です。

以上です。

甲斐部会長 続きまして、本部会の下に設置されております農作物平年収量小

委員会で先ほど審議されておりますので、その報告を秋田小委員長

からお願いいたします。

秋田小委員長 本部会から農作物平年収量小委員会に付託されました「平成１５

年産水稲 ａ当たり平年収量」についての審議結果を報告いたし10
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ます。生産統計課長からの説明がありましたことについて小委員会

において審議いたしましたところ、以下のような意見が小委員会の

中で出されました。

まず、算定方式について、スムージングスプライン方式とともに

生産事情に関する定性的な情報の収集・分析もすることになってお

りますが、それによる修正があるのかどうか。それから、品種構成

等の生産事情を数式として入れられないか。収穫量の関係で品質の

面からの考慮がされているのか。近年、高温障害等の対策に伴って

田植えが段々遅くなっているが、それらが平年収量へどのような影

響を及ぼしているのか。などの意見が出されました。

これらについて慎重に審議した結果、当小委員会としては事務局

。 、 。の提案に対して妥当であるといたしました 以上 報告いたします

甲斐部会長 ありがとうございました。

それではこれから質疑に入りたいと思います。どなたからでもど

うぞ。

（特に質問、意見なし）

甲斐部会長 質問等ございませんので、小委員会の報告を踏まえた上で、これ

よりお配りする答申案にまとめていきたいと思います。

事務局は委員の皆さんに答申案を配布願います。

（事務局、答申案配布）

甲斐部会長 答申案を読み上げますのでご了知願います。

農林水産大臣 大島理森 殿

食料・農業・農村政策審議会会長 八木宏典

答申。平成１５年３月２６日付け１４統計第 号をもって諮問1476

のあった平成１５年産水稲 ａ当たり平年収量については、これ10

を妥当と認める。

以上でございます。委員の皆さんよろしいでしょうか。

（全委員異議なし）

甲斐部会長 本答申につきましては、農林水産大臣に代えて山本統計情報部長

に手交致します。

（甲斐部会長から山本統計情報部長に手交）

甲斐部会長 それでは、次の議題であります「農林水産統計情報の体系整備」

について議事を進めさせていただきます。

なお、本件につきましては、平成１４年９月に開催した第２回体

系整備小委員会において御議論いただきました農林水産統計情報の

体系整備の方向について、その後、統計審議会や研究会での審議な
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どを踏まえ、具体的な方向性が示された農林業センサス、漁業セン

サス及び農業経営統計調査の整備についてであります。

まずは事務局より資料の説明をお願いします。

島田企画調整室長 資料№７「農林水産統計情報の体系整備の方向」に基づきご説明

させていただきます。

農林水産統計は行政統計であり、構造改革の推進等農林水産施策

全般の改革に資するものとすることが基本です。農林水産業や食品

産業等の関連産業の実態に即したものとするとともに消費者の関心

にも応え得るものとし、効率化・重点化を図るものであります。ま

た、農林水産統計につきましては新規政策ニーズに即した統計を収

集し、その結果を迅速かつ利用しやすい形で提供する事を目指して

体系整備を進めていきたいと考えております。

的確かつきめ細かな統計情報の収集についてです。

農業分野では農業生産や流通の実態の多様化に即して、また、農

業・農村の多面的な機能を的確に実態把握が可能となるよう、農業

構造・生産・流通・消費のそれぞれの統計の体系化を図ります。と

もすれば、生産は生産、流通は流通という形で横のリンケージがと

られていない事がございました。その反省を踏まえまして、統計間

の横のリンケージがとれる形での体系化を考えております。

まず、農業構造についてですが、新たな農業生産の担い手の育成

・確保、地域の実態を農山村地域として一体的に捉える調査へと整

備していきたいと考えております。その基本となりますのが 年2005

農林業センサスでございます。昨年の 月より農林業センサス等10

研究会を設けまして、東大の生源寺先生に座長をお願いして、農林

業センサスと農業経営統計調査についてご検討を頂いております。

これらについては後ほどそれぞれご説明致します。

２頁目は農林業センサスの見直しの考え方について簡単にまとめ

たものです。

３頁目は農業経営についてですが、これまではともすれば平均的

な姿を捉えることに力点が置かれていまして、地域や営農類型ごと

のきめ細かな経営実態の把握という点では若干整備が遅れていたと

いう面があると思っております。この対応につきまして平成 年16

１月から新たな調査体系への移行を目指しまして、農林業センサス

等研究会において「農業経営統計の体系整備について」をおまとめ

頂いております。これも後ほどご説明致します。

４頁目は農業生産統計についてです。生産統計につきましては、

これまでは主要作物の生産量の量的把握に力点が置かれておりまし

て、農業生産の多様化や高付加価値化、あるいは生産品目や銘柄の

多様化といった動きへの対応が遅れているという側面がございまし

た。そういったところを正して、消費者ニーズを反映した、多様化

の動きにも対応できる生産統計を目指した体系整備を行っていきた

いと思っております。

５頁目は流通・消費分野です。消費者を基点として川下から川上
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までを一体としたシステムとして捉える統計体系を整備していくこ

ととしております。食卓から農場までという形で、消費者の食料消

費の動向や食生活の実態の把握、生鮮食料品をはじめとする流通ル

ートの多元化に対応できるよう、産直や市場外流通等を含めた物流

の全体像を把握できるような調査体系にしていこうと考えておりま

す。また、食生活を見ますれば、加工食品のウエイトが ％、外50

食が ％と、素材を素材の形で使うのは２割に過ぎず、８割が食30

品製造業ないし外食産業を経由したということでありますので、こ

ういった食品産業の実態把握にも、より力点を置いていきたいと考

えております。また、食品産業における資源循環ですとか、食生活

における食品ロスといった環境面での配慮にも力を入れていきたい

と考えております。

６頁目が森林・林業への対応です。森林・林業基本法に基づく新

たな森林・林業施策の展開方向に沿いつつ、実態の変化や関係者の

ニーズ等に即した調査へ持っていくこととしております。これまで

林業センサスは西暦の０の付く年、 年に１回ずつ実施してきたわ10

けですが、 年の農林業センサスからは農業センサスと林業セン2005

サスを一緒に行うことによりまして、５年ごとに森林・林業の全体

像を把握するように変えていきたいと考えております。

７頁目が水産業です。水産業につきましても、水産基本法の基づ

く新たな水産施策の展開方向に沿いつつ、実態の変化や関係者のニ

。 、ーズ等に即した調査へ変えていきたいと思います 対応方向ですが

海里内外別に漁業種類や魚種別の漁獲量のきめ細かな把握、遊200

漁の実態についての把握、セーフガードの対象品目となっているう

、 、なぎの養殖経営調査の実施 水産業における女性の就業実態の把握

水産物の品質別・用途別の流通実態の把握等々を行っていきたいと

思います。また、 年漁業センサスの実施というのが本年の大き2003

な課題であります。これにつきましては、３月 日に統計審議会14

から 年漁業センサスに関する答申を頂いております。これにつ2003

いても後ほどご説明をさせて頂きます。

８頁目は統計情報の迅速かつ利用しやすい形での提供ということ

です。１つは、公表体系等の整理・合理化で、公表資料は多様化す

るユーザーの要望に対応した情報内容の機能化と公表のスピード

化、ＩＴ化の進展に合わせ、使いやすく利用しやすい形での新たな

公表スタイルの構築、ペーパーレス化を推進していこうと考えてお

ります。このためには、体系的で操作性を考慮したデータベースの

構築というのが一番大きな課題であります。対応方向の「② 農林

水産省統計情報総合データベースの構築」というところに記載して

おりますように、本年４月から農林水産関係の統計データの体系的

蓄積と重要事項の長期累年データを整備しましたデータベースの供

用を開始致します。これは農林水産省のホームページからアクセス

出来るデータベースとなっておりまして、ＦＡＯのアグロスタット

あるいはＵＳＤＡのデータベースに比べても、非常に操作性の高い

。 、ものが出来ると思っております こういったデータベースを通じて
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統計情報の迅速かつ利用しやすい形での提供に努めていきたいと考

えています。このデータベースにつきましては、毎年拡充に努めて

まいりまして、平成 年度からは農林漁業センサス結果等をもと17

に地図情報と組み合わせた、ＧＩＳを使った地理情報の提供を行っ

ていきたいと考えております。

次に２にあります「公表の早期化」についてですが、統計数値と

いうのは「なまもの」でありますので、出来るだけ早く提供してい

きたいと考えております。 年度におきましては概ね１ヶ月程度公15

表を早期化するように努めてまいりたいと考えております。

以上が体系整備の方向についての概略です。

なお、資料の最後に「農林水産統計について」という参考資料を

つけてあります。これは私ども農林水産省統計情報部で行っており

ます統計について整理してございます。 以上です。

河﨑構造統計課長 資料№８を使いまして 年農林業センサスの見直しの概要、ま2005

た、資料№９を使いまして本年 月に実施致します漁業センサス11

についてご説明いたします。

まず、資料№８ですが、昨年の 月から農林業センサス等研究10

会を開かせていただいておりまして、既に５回ご検討をいただいて

おります。本日ご出席の委員の方のなかにもご参加いただいている

先生がいらっしゃいまして、大変お世話になっているところであり

ます。

１頁目につきましては、現時点でその方向性につきまして、大方

のご了解をいただいているものです。今回の見直しは相当大きな見

直しを予定しておりますが、その視点としては２点ございます。１

つ目は政策ニーズへの対応です。２つ目は従来のセンサスの問題へ

の対応です。政策ニーズへの対応としましては、最近の農業政策の

重点が経営に着目してきていて、そういった関連政策が増えてきて

います。そのような施策の企画立案ないしは政策評価に必要なデー

タを提供していくことです。この資料の２頁の図で 年センサス2000

と 年センサスを比べてありますが、事業体調査につきましては2005

従来農家調査、農家以外の農業事業体調査、農業サービス事業体調

査と、世帯を中心に世帯と世帯でないものといった仕分けの調査で

したが、これを経営という面で捉えていきたいということが１点で

す。

次に従来のセンサスの問題への対応ですが、農業事業体調査につ

きましてはあくまでも世帯を基本にしていること、また、所有と経

営を明確に区分けしていないという問題がありました。たとえば、

同一の世帯であっても親と子供が別の経営を営んでいる。といった

。 、経営の多様化が捉えにくい構造となっています それからあと１点

農家、農家以外の農業事業体いわゆる法人と、農業サービス事業体

これは農作業を委託する法人ですが、これらをそれぞれ個別に捉え

ている。しかも定義に若干重複がある。そのため、地域農業の共同

化の実態や農業のアウトソーシングの実態がなかなか掴みにくくな
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っていることがございます。それから、林業事業体調査においても

林家についての調査は所有が基になっていて、林業経営体の実態を

把握できるものになっていない。また、林家と農家は重複が多く、

林家調査の６割程度が農家林家です。従来の調査ですと別の体系の

調査ですので、両者の関係がよく解らない。といった問題がありま

した。これらの問題を解決するために、農業３本、林業３本の調査

を「農林業経営体調査」として統合していきたいということです。

それから、地域調査につきましても若干問題がありまして、例え

ば農業につきましては、農業集落調査としてやっておりますが、地

域の設定を 年以降見直しをしてこなかったため、その間の組織1970

化の問題や中山間の問題等に対応出来ない、また、集落営農が盛ん

になってきていますが、地域調査で上手く捉えられない、といった

問題があります。林業地域調査についても単なる面積調査になって

いて、地域の林業の構造や実態が捉えられていないということがあ

ります。従いまして、これらのことを統合致しまして「農山村地域

調査」として農業と林業を一体的に捉えることになります。さらに

国勢調査や事業所統計等さまざまな既存の統計とのデータリンケー

ジを図っていき、農山村地域に関する総合的なデータベースに生ま

れ変わっていきたいと思っています。

こういった検討を農林業センサス等研究会にお願いしているわけ

で、今年の８月頃に研究会の取りまとめいただければと思っており

ます。 月には統計審議会への諮問・答申を経て、その後事務作業10

に入っていきたいと考えています。

３頁目につきましては、どのように変わるのかという具体的な姿

を個人経営体を例に表したものです。真ん中にあるのが実際の農家

の例で、父親と息子で農業経営と林業経営をやっています。父親の

方は２ の水稲経営と の山林経営をやっている、息子は同じha 10ha

世帯ですけれど経営的には独立して施設園芸を をやっている、10a

こういう世帯があったとします。これについて、従来のセンサスで

は、左側のように農家調査と林家調査の別々の体系で捉えておりま

して、農家の方は父親と息子の複合経営という形で捉えています。

一方、林家調査の方は の山林を持つ林家として捉える。この10ha

２つの世帯がどういう関係にあるかというのはわからない状況であ

ります。

年センサスでは２つの調査票に分かれるのは同じですけど、2005

農林業経営体調査として、父親の経営として水稲経営と林業経営が

ある。土地の所有関係は父親の方です。下の方は息子の経営で、土

地の所有はありませんが、施設園芸経営をやっているということで

す。ただ、このようになりますと従来の世帯調査との連続性が全く

無くなってしまいますので、 年センサスの２つの調査票の間に2005

、 、双方向の矢印があると思いますが 世帯調査の連続性を保つために

この２つの調査票の関係を示すような調査項目を調査票の中に折り

込みたいと考えています。そうすれば、従来の世帯調査との連続性

を持った統計調査も出来ますし、それぞれの経営をバラした経営実
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態の把握も出来ます。

こういった、抜本的な見直しを行っていきたいと思います。

次に、資料№９ですが、これは本年 月に実施致します 年11 2003

漁業センサスの基本的な考え方です。これにつきましても漁業セン

サス研究会を開かせていただきまして、その研究会の報告をもって

統計審議会へ諮問し、本年３月 日に答申をいただき、今、事務14

的な作業を進めているところです。

水産基本法が出来まして、それに基づきまして昨年３月 日に26

水産基本計画が出来ております。これに基づいてさまざまな水産施

策を展開していく訳ですが、そういったものを統計・情報の面でサ

ポートしていくという視点で見直しを行いました。ポイントとしま

して、１つ目が資源管理の強化、漁業経営体の動向の把握です。２

つ目が漁業生産、漁業経営体と漁業地域の一体的把握、漁業地域の

持つ多面的機能の把握。３つ目は流通の問題でして、多様化する水

産物の生産から流通・加工までを体系的に捉えることです。

資料には記してありませんが、内容についてふれますと、資源管

理につきましては、資源管理組織の実態等をきちんと捉えるような

見直しをする。又、漁業労働に占める女性の割合は非常に高いです

ので、それら女性の労働についても把握していく。さらに地域調査

の中で女性の労働を支えていくような環境についても把握していき

ます。地域調査の関係では、多面的機能や生活環境の実態を把握す

ることに加えまして、先程農業センサスのところでもお話ししまし

たが、各種のデータをリンケージしまして地域情報データベースを

作っていきたいと考えています。将来的には農業と林業と漁業を共

通のものとしてまとめ上げたいと考えています。水産物の流通の関

係では、従来は出荷先では捉えておりませんでしたが、漁業経営体

にしましても加工場にしましても、それぞれの生産物を何処に売っ

たか、何処に流したかも併せて調査をするようにしてあります。加

工に関しまして従来は漁港の周辺の調査に留まっておりましたが、

最近では内陸部の工業団地系の進出が増えておりますので、全国ベ

ースの調査にしていきます。

最後の１つ付け加えますと、漁業センサスの名称ですが、従来は

第 次のように実施回数の名称でしたが、その流れでいきますと10

今回の調査は第 次漁業センサスになるわけですが、これですと11

実施年がわからない。また、農業センサスについては従来から西暦

を使っている。そういうこともありまして今回からは「 年漁業2003

センサス」但し従来との連続性の問題がありますので（第 次）11

という名称に変えます。これにつきましても統計審議会の答申に含

められています。 以上です。

宮尾経営統計課長 「農業経営統計の体系整備」について資料№ 、 をもとに10-1 10-2

ご説明します。

先程からの説明にもありますように、農林業センサス等研究会の

第１回から第５回の間に農業経営統計の体系整備についても御議論
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をいただきまして、資料№ が研究会で取りまとめいただいた中10-2

間取りまとめです。その概要が資料№ になっております。これ10-1

を使いましてご説明します。

まず、経緯はこちらに書いてありますので割愛いたします。

体系整備の概要につきましては、１頁から２頁に記してあります

けれど、簡単に図式したものが４頁に「農業経営統計の体系整備の

基本的考え方」としてあります。これは現行と新体系を比べて、変

更点を表しています。現行はモノに着目した全国ベースの平均的な

経営の把握をすることに主眼を置いております。農家世帯を対象に

した調査、あるいは品目に着目した経営収支・生産費調査、それか

ら農業生産組織の把握については事例的に行われています。これら

をまとめて経営に着目した地域・営農類型ごとの農業経営の把握に

変えていきます。農業生産組織についても従来の事例的な捉え方で

はなく、個人経営体、法人経営体、集落営農を含めて農業経営全体

を把握していきます。それから全国ベースの平均的なデータではな

くて、地域・営農類型に着目した経営のきめ細かい把握を行ってい

くことを考えています。

経営の多角化に対応して、農業生産関連事業、農産加工・観光農

、 。園・農家民宿など こういった事業についても把握をしていきます

それ以外にも農業共済等の収支項目について農業経営に含めて把

握します。

また、農業経営の発展過程を実態に即して明らかにするため、個

別経営の長期的な定点観測を実施します。これは１年早めて、 年15

度から実施しようと思っています。

これらを解りやすく体系的に表したものが５頁です。現行と新た

な体系の特徴的な部分を表したものです。今までは農家世帯を対象

としたもの、生産組織を対象としたものを個別に把握していて、な

おかつ世帯の収支、モノ別の収支・コストに分かれた部門別収支、

生産費と別々の体系の調査でした。これらを一体的に把握して、水

田作なり畑作なり酪農なりといった営農類型別の合計を把握してい

きます。また、農業生産関連事業についても分離して把握していく

ということを考えています。下の方に注書きで書いてありますけれ

ど、営農類型別を補完する品目別の経営収支や生産費については今

後も継続して把握していこうと考えています。

次に６頁目は農家世帯を対象とした調査の新たな体系を表したも

のです。従来の農家・家計の概念といいますのは農家世帯をそのま

ま１つの経営として把握する。つまり農家世帯が１つの財布で、世

帯員全員の収支がそこに入っているのが家計として調査をしていま

した。しかし現在の農家の実態は世帯員の家計の個計化が進んでお

りまして、それぞれ経営者夫婦あるいは後継者、あるいは両親。ま

たここに「非関与者」としていますのは世帯員ではあるけれど、ほ

とんど農業には関与しておらず、勤め人として収入を得ている人の

ことです。調査の実態としましては農業労働日数 日未満の世帯60

員としています。家計の個計化が進んでいるなかで、こういった方
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々の農外収入を経営のために利用できる収入として把握してしまう

と、経営の実態を反映するものにならないのではないかという問題

意識を持っていまして、新しい体系では経営の視点で収支を把握す

るということで、経営主夫婦と農業労働日数 日以上の世帯員を60

経営の関与者ということで把握していこうと考えています。これに

よって農家あるいは経営の実態に則した比較が出来るものと思いま

す。

今後の日程につきましては、２頁に戻りますが、５月の上旬に統

計審議会への諮問を予定しています。７月を目途に答申をいただけ

ればと考えております。新たな体系に基づく調査の開始については

年１月から実施をしたいと思っております。このような予定にし16

ています。 以上です。

甲斐部会長 ただいま「農林水産統計情報の体系整備 「 年農林業センサ」 2005

スの見直しの考え方 「 年漁業センサスの基本的考え方 「農業」 」2003

経営統計の体系整備」につきまして説明がありましたが、何か御質

問、御意見ございませんでしょうか。

鈴木臨時委員 資料№９の漁業センサスについてですが、新しい改正点として生

産から流通・加工までの体系的な把握を可能とするということです

が、流通加工調査について水産物流通機関へは漁業というより流通

業を把握する、また、冷凍・冷蔵工場、水産加工場いわゆる冷蔵業

の方を把握するということでしょうか。漁業に関連する出荷先とい

うことで、こういうところが出てくるのでしょうが、これで出荷先

のほとんど全てが網羅されるということなのでしょうか。流通は把

握できるのかも知れませんが、出荷先は必ずしも製造業とは限らな

いという気がしておりまして、そのあたりがどのくらい網羅される

のでしょうか。

河﨑構造統計課長 漁業生産者、漁業経営体が市場外流通・自家で加工したものも含

めてどういうところに売ったかを把握するものです。５年に一度の

調査なので相対的なものを全体的にみるというような難しい面はあ

るのですが、全体像をみたいということで、何処に売ったかという

ことを把握する。それが１点です。

流通機関というものは魚市場のことで、これについても何処から

入ったかも調査したいと思います。また、水産加工場については原

料の購入先なども把握していきたいと思っています。生産側と第一

次的な流通側と両面から把握することによって、取りあえずの流通

構造が捉えられるのではないか。それを一種の母集団情報としまし

て、他の標本調査で深堀をしてゆくということです。

鈴木臨時委員 加工する製造業で日本産の魚と輸入した魚を使っているとして、

その割合、シェアも把握できるのでしょうか。

河﨑構造統計課長 原料の供給元もとっておりまして、輸入もわかるようになってお



- 14 -

ります。また、大手の水産会社で、自社で捕獲したものを使う場合

も捉えるようにしております。いずれにしても、出来るだけ幅広に

網を掛けて、その中で必要に応じて標本調査で深堀をするという事

を考えていますので、母集団情報たり得るように、出来るだけ幅広

にやっていきたいと思います。

鈴木臨時委員 大変におもしろい調査だと思いますけど、このような調査を農業

センサスの方では考えていないのでしょうか。対象が幅広すぎます

でしょうか。

河﨑構造統計課長 この後のセンサス研究会でも御議論いただけると思いますが、農

業の場合はここまでの母集団情報が必要かどうかということになり

ます。

島田企画調整室長 先程ご説明致しました資料№７の５頁に流通消費統計が載ってお

りまして、対応方向の２番目に、市場外流通を含めました物流の全

、 、体像を総合的に把握出来る調査を平成１５年度から青果物 水産物

畜産物のローテーションで行うことにしており、こちらで農業関係

もほぼ全体像が把握できるのではないかと考えております。また、

③にありますように、食品産業の実態把握の中で食品製造業、外食

産業の原材料調達実態を、これも輸入と国産別ですが、把握して行

くことにしております。このような流通消費統計のアプローチで委

員のご指摘の点はカバー出来るものと考えております。

増田委員 漁業センサスのことでお尋ねします。

今言われておりますトレーサビリティーシステムとの連携は関係

ないのでしょうか。他の農産物と違って水産物の場合はやろうと思

えば出来るのではないか、消費者は非常に関心を持っているところ

だろうと思います。資料 ７の５頁でも食品表示のところではトレ№

ーサビリティーシステムという言葉が出てきていますが、今、消費

者と視点を合わせるとすると、このトレーサビリティーというのが

一番関心の高いところだと思います。

佐本流通消費統計 食品表示におけるトレーサビリティーシステムの導入について

課長 は、現在、農林水産省でも試験的なテスト実施やガイドラインの設

定などいろいろな検討が行われております。実質的に企業や事業体

などでいろいろなことが行われ始めている状況だと思いますが、そ

のあたりを踏まえて、トレーサビリティーシステムの取り組みの現

状を全体的に把握してみようという調査を平成１５年度にまず１回

目の調査をやってみたい。その結果どの程度のレベルのものをどの

くらい行っているのか、あるいは行おうとしているのかが、当然農

産物、畜産物、水産物含めてですが、いろいろなレベルで解ってく

るのではないかと考えております。

増田委員 このセンサスのデータがかなり活用できるのではないかと思われ
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ますが、このデータとの連携は全く視野にないのでしょうか。

河﨑構造統計課長 農業センサスの方では牛を中心にスタートしておりますトレーサ

ビリティーシステムのデータの活用を考えていますが、漁業の方は

実態がまだあまり明確ではありませんので、そういう想定でもって

調査設計をすることはなかなか難しいと思います。確かに悉皆調査

で漁業生産者を全ておさえるので、スタートの時点ではきちんとお

さえられますけれど、その後の流通過程でどこまで追いかけられる

かというのは、逐一追いかける調査ではありませんでの、そういう

システムが出来てないとなかなか難しいと思っております。次回の

課題になってくるものと思います。

秋田臨時委員 最近、私たちが一番気にしているのは獣害の問題です。農林業そ

のものがかなり体質変化をしている。農業自体が環境と調和した農

業をやっていこうとしていて、被害がものすごく増えている。これ

から中山間農業をどうするのかという時に、獣害の問題が非常に大

。 、きい これは統計上で情報を掴もうとするとなかなか出てこないが

自家消費の野菜とかは膨大な量の被害にあっている。そういった農

林業、特に中山間農業、獣害の問題が 「統計の的確かつきめ細か、

な統計の収集」の何処にも出てこない。これは情報は取っているけ

れどもそんな些細なことはここに出てこないということなのです

か。

今井生産統計課長 鳥獣害のことは作物統計の中の被害統計がありまして、台風被害

とか病害の「いもち」とかを調査しています。その中に、鳥獣害の

項がありまして、そこで捉えております。但し、調査の種類や調査

手法がまだ十分でない実情にあります。今後の課題としては、鳥獣

害は行政面からも大きな問題ですので、行政サイド、試験研究サイ

ドと一緒に、調査マニュアルを充実させてもっと精度の高い調査と

するべく計画的に取り組んでおります。今まで鳥獣害の被害はあま

り目立たなかったのですが、これから重要になってくると思われま

すので、精度の高い鳥獣害の調査をやろうとしています。

秋田臨時委員 被害量だけでなく、農作物被害を起こす原因の個体数、イノシシ

とかサルとかの個体数のデータがない。学者のなかでも個体数は変

わってないが里に出てくる数が増えているという人もいれば、個体

数自体が増えていて被害が増えているという人もいる。この辺を考

えていかなければ、中山間農業の政策に影響が出てくる。

今井生産統計課長 被害の原因と被害の把握と対策が揃わないと社会的に貢献できな

い。先程申しましたように、行政との連携ということで、環境省、

実際に困っていて対策を考えてる県、試験場、そして農林水産省の

４者で連携をとって総合的な体系でやろうという機運が高まってお

り、着実な推進に努めています。また機会がありましたらご説明し

たいと思っております。
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秋田臨時委員 それは経営実態も含めたものでしょうか。稲を作るために鹿よけ

の柵にどのくらいの費用がかかっているか。そういうことが中山間

農業では大変な負担になっている。そういう実態があるので、その

ようなデータはどうなっているのか気になったものですから。

三浦臨時委員 資料№７の５頁に今後の方向性が示されていますけど、ミクロ的

なデータの整理だけではなくマクロ的なデータの整理が必要なので

はないでしょうか。農林水産業の産業連関表についても５年ごとの

データだけではなく、推計されれば年次ごとにしていただきたい。

産業連関表は他の全ての産業とリンクが全部わかるものですが、そ

の一方でこういう計算も是非やって頂きたいと思います。

島田企画調整室長 産業連関表というのは、５年に１回で、しかも公表が遅いという

問題を抱えていることは我々も自覚しています。

出来得れば、加工食品や外食という分野は業界データが整備され

ているところでありますので、産業連関表と業界データを組み合わ

せることが出来ないかと思っています。一番良いのは産業連関表の

年次毎の延長表を推計することが理想だと思いますが、そういった

アプローチが何処まで可能かを内部的に検討を進めているところで

す。

三浦臨時委員 以前に過去のデータがいつまで遡れるのかを聞きましたら、９５

年より前のデータは何処にあるのか解らない、という答で、驚いた

のですが。全く産業連関表のデータは考えていないのでしょうか。

島田企画調整室長 ９５年までしかないというのは間違いだろうと思います。

一般的な事で恐縮ですが、国民経済計算の体系が平成１２年に９

３ＳＮＡに替わっておりまして、国民経済計算自体が１９８０年ま

で遡っております。そのことからも産業連関表も１９８０年までは

今の９３ＳＮＡの体系でとれることになってます。

三浦臨時委員 通常、産業連関表というのは３期の接続表があるのが基本だと思

いましたので、９５年があるなら８５年、９０年はあるはずと聞い

たのですが、ないとの答でした。

矢口臨時委員 中山間地域を中心に耕作放棄地がかなり増えています。これらの

、 「 、土地持ち非農家について 資料№８に 自給的農家については戸数

所有耕地面積等を調査する」となっていますが、センサスの資源総

量の把握という観点からすれば、自給的農家だけでなく、土地持ち

非農家がどのくらい土地をもっているのか。これは従来からセンサ

スで把握しているのですが、その中身について、中山間地域の問題

、 、にも関連して 土地持ち非農家の農地がどのように利用されていて

誰が管理しているのかを統計的に把握する手だてが無いものかと思

っているのですが、そのへんの調査の充実は考えていないのでしょ

うか。
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河﨑構造統計課長 センサスの場合、母集団を確定するために客体名簿をまず作成し

ます。その名簿を基にして、それぞれの農家が調査対象になるかを

判断します。今までは、その客体名簿をあまり活用してこなかった

のですが、今回のセンサスでは、客体名簿のデータを拡充して、そ

れを集計し、出来れば公表もしていきたいと考えています。それに

よって、土地持ち非農家や自給的農家のような「農地の出し手」の

情報もフォローしていきたいと思います。この件はセンサス等研究

会でも増田委員からご指摘をいただいて検討を進めているところで

す。

矢口臨時委員 センサスの結果を見ますと土地持ち非農家が１００万戸以上に達

しています。無視できない数であるし、また、面積的にもかなり重

。 、要です 基本計画でも食料の自給率の向上を言っているのですから

そういった農地の活用も含めて、統計的にどう把握できるのかを検

討願います。

甲斐部会長 他に何かありませんでしょうか。

それでは、ただいま各委員から出されました意見を踏まえ、今後

の農林水産統計情報の体系整備に反映していただきたいと思いま

す。

、 、それでは 本部会でご審議いただく事項は終了いたしましたので

本日の統計部会を閉会させていただきます。ありがとうございまし

た。

（以上）


